
注：◎は新規施策分
○は大幅増額分
（　　　）は累計額

単位：千円

１１，５６６，１６９

１　防災・減災対策 ９，７９４，７５８
〔債務負担行為限度額　２００，０００〕

１ 農地防災事業費（農林水産部　農地整備課） ３０１，６５０

海岸保全施設整備事業費 31,500千円
佐島東地区（上島町）護岸工　
（国55/100　県45/100）

地すべり対策事業費 60,900千円
美川西地区（久万高原町）水抜ボーリング工　など　7か所
（国50/100　県50/100）

ため池等整備事業費 30,750千円
古田上池地区（西条市）堤体工　など　4か所
県営 （国55/100　他20/100　県25/100）
団体営 国10/10

農業水利施設防災対策事業費 105,000千円
崩岸地区（宇和島市）頭首工、玉津・下島山地区（西条市）排水路工
（国55/100　他17.5/100・8/100　県27.5/100・37/100）

中山間地域総合農地防災事業費 73,500千円
河野地区（松山市）ため池工　など　5か所
（国55/100　他17.5/100　県27.5/100）

２ ○ ため池地震防災対策事業費（農林水産部　農地整備課） １４８，０５０

宮ノ谷大池地区（新居浜市）耐震対策工　など　9か所
（国10/10・55/100　他11/100　県34/100）

３ 治山費（農林水産部　森林整備課） ５８８，０００

山地防災治山事業費
竹花地区（四国中央市）谷止工　など　14か所
（国50/100　県50/100）

４ 漁港建設費（農林水産部　漁港課） １１４，９２４

広域漁港整備事業費 105,000千円
深浦漁港（愛南町）岸壁耐震化工
（国50/100　他25/100　県25/100）

地域漁港海岸総合整備事業費 9,924千円
長早漁港（西予市）護岸工
団体営 県15/100　（国50/100　他35/100）

５ ○ 地籍調査事業費（農林水産部　農政課） ２３３，５９５

国土調査法に基づき市町が実施する地籍調査事業に対する負担金
負担区分 国1/2　県1/4　（市町1/4）

(1,742,391)

平成３０年度２月補正予算について
（国補正対応分）

(2,781,940)

(476,850)

(6,307,888)

(805,043)
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６ ○ 道路橋りょう新設改良費（土木部　道路建設課・道路維持課）
３，５７９，３６８

道路改築事業費 1,412,732千円
西条久万線（西条市）　など　17か所
（国5.2/10　県4.8/10）

橋りょう補修事業費 449,576千円
桜井山路線（今治市）耐震補強　など　13か所
（国5.72/10・5.2/10　県4.28/10・4.8/10）

災害防除事業費 939,059千円
無月宇和島線（宇和島市）法面対策工　など　27か所
（国5.72/10・5.2/10　県4.28/10・4.8/10）

交通安全施設等整備事業費 6,315千円
八幡浜港線（八幡浜市）電線共同溝整備
（国5.72/10　県4.28/10）

舗装補修事業費 771,686千円
国道379号（砥部町）　など　31か所
（国5.2/10　県4.8/10）

７ 河川総合開発費（土木部　河川課） １７，４９７

堰堤改良費
須賀川ダム（宇和島市）予備発電機燃料タンク増設
治水75.2％（国4/10　県6/10）　上水24.8％

８ ○ 河川改良費（土木部　河川課） １，６１０，５２６

河川改修費
肱川（大洲市）掘削工　など　29か所
（国1/2　県1/2）

９ ○ 河川等情報システム改修事業費（土木部　河川課） ５８，９４７

簡易型河川監視カメラの設置
肱川（菅田～肱川地区）　など　12か所

簡易型水位計の設置
矢落川（大洲市）　など　21か所
（国1/2　県1/2）

１０ ○ 浸水想定区域図等整備事業費（土木部　河川課） １５０，０００

立岩川（松山市）　など　5河川
（国1/2　県1/2）

１１ ○ 海岸保全費（土木部　港湾海岸課） ３６４，２０６

海岸保全施設整備事業費
多喜浜新田海岸（新居浜市）樋門補強　など　6か所
（国1/2　県1/2）

１２ 砂防費（土木部　砂防課） ２０７，８９４

通常砂防事業費 134,737千円
垣内（愛南町）砂防堰堤工　など　13か所
（国1/2　県1/2）

急傾斜地崩壊対策事業費 73,157千円
涼川地区（四国中央市）擁壁工　など　6か所
（国45/100・40/100　他1.8/100　県53.2/100・58.2/100）

(16,283,303)

(370,127)

(2,599,054)

(79,999)

(190,000)

(1,583,684)

(4,384,353)
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１３ ○ 港湾建設費（土木部　港湾海岸課） １８４，２１０

港湾整備事業費
東予港壬生川地区（西条市）路側工、伯方港木浦地区（今治市）防波堤
（国1/3・156/375　他2/9・73/375　県4/9・146/375）

１４ ○ 総合運動公園施設整備費（土木部　都市整備課） １２６，３１５

園路法面工、照明灯整備
（国1/2　県1/2）

１５ ○ 港湾事業補助金（土木部　港湾海岸課） １５６，３３３

市町等管理港湾の整備を促進するため、国庫補助事業に対して補助する。
補助対象 今治港（今治市）　など　3か所
補助率 国費控除後の1/3以内

１６ 直轄道路事業費負担金（土木部　道路建設課） ４１９，５００

国直轄道路事業（国道33号、国道56号ほか）の道路整備に対する県負担金
県負担率 0.92/3・0.96/2・1/2

１７ ○ 直轄河川事業費負担金（土木部　河川課） １５３，３３３

国直轄河川改修事業（重信川）の堤防漏水対策等に対する県負担金
県負担率 0.92/3

１８ ◎ 直轄河川激甚災害対策特別緊急事業費負担金（土木部　河川課）
４６０，０００

国直轄河川激甚災害対策特別緊急事業（肱川）の築堤・護岸工等に対する県負担金
県負担率 0.92/3

１９ ○ 直轄砂防事業費負担金（土木部　砂防課） ７６，６６７

国直轄砂防事業（重信川）の砂防堰堤工に対する県負担金
県負担率 0.92/3

２０ ○ 工業用水道施設耐震化事業費（企業会計）（公営企業管理局　発電工水課）
４３５，８７０

耐震補強工事 松山・松前地区 浄水場施設、水管橋
西条地区 水管橋

２１ ○ 自然公園等施設整備事業費（県民環境部　自然保護課） １２，６２９

足摺宇和海国立公園須ノ川園地（愛南町）　など　3か所
（国5/10・4.5/10　県5/10・5.5/10）

２２ ○ ブロック塀緊急安全対策事業費（教育委員会　高校教育課） ２４５，０４８

県有施設において実施した点検結果に基づき、安全対策が必要な県立学校のブロック塀の
撤去及び再整備を計画的に実施する。
事業内容 ブロック塀の撤去及びフェンス等の設置
期間 30～32年度
実施箇所 高等学校（通学路以外の公道に面しているもの）　18校　
負担区分　 国1/3　県2/3

(467,996)

(1,003,313)

(136,841)

(4,667,604)

(696,273)

(154,570)

(68,858)

(588,110)
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２３ ◎ 高齢者福祉施設防災対策事業費（保健福祉部　長寿介護課） ３１，５００

社会福祉法人等が行う高齢者福祉施設のブロック塀改修等に対し補助する。
対象施設 5施設
負担区分 国1/2　県1/4・0　（事業者1/4・1/2）

２４ ○ 障がい福祉施設整備事業費（保健福祉部　障がい福祉課） １１１，４２４

社会福祉法人等が行う障がい福祉施設のブロック塀改修等に対し補助する。
対象施設 8施設
補助率 国1/2　県1/4　（事業者1/4）

２５ ○ 交通安全施設等防災機能強化費（警察本部） ７，２７２

主要交差点の信号機に自動起動式発動発電機を整備し、災害時の長期滅灯を防止する。
事業箇所 久万ノ台交差点　など　3か所
負担区分 国1/2　県1/2

〔ゼロ国債〕

２６ 農地防災事業費（農林水産部　農地整備課） 〔債務負担行為限度額　４０，０００〕

中山間地域総合農地防災事業費
尾崎地区（伊予市）ため池工
（国55/100　他17.5/100　県27.5/100）

〔ゼロ国債〕

２７ 治山費（農林水産部　森林整備課） 〔債務負担行為限度額　１６０，０００〕

山地防災治山事業費
湧水（東温市）谷止工、川下（久万高原町）集水井工
（国50/100　県50/100）

(370,353)

(15,699)
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２　農林水産業の体質強化 １，５２７，５０７

２８ ○ 土地改良費（農林水産部　農地整備課） ７２４，４８３

かんがい排水事業費 408,223千円
灘地区（伊方町）畑かん施設　など　7か所
（国55/100・50/100　他20/100・25/100　県25/100）

担い手育成基盤整備事業費 316,260千円
氷見上部地区（西条市）区画整理　など　7か所
（国55/100・50/100　他17.5/100・22.5/100　県27.5/100）

２９ ○ 国営緊急農地再編整備事業費負担金（農林水産部　農地整備課）
１７８，６６８

国営緊急農地再編整備事業（道前平野地区）の区画整理等に対する県負担金
県負担率　22.3/100

３０ 林業成長産業化総合対策事業費（農林水産部　森林整備課） ２５２，５９８

林業の成長産業化を図るため、間伐材の生産と路網整備を推進する。

３１ ○ 造林費（農林水産部　森林整備課） １６８，９４８

造林間伐促進費
461hａ
団体営 国30/100　（他60/100）　県10/100

３２ 林道費（農林水産部　林業政策課） ２０２，８１０

林道整備事業費
道房掛橋線（内子町）　など　11路線
県営 （国50/100　他10/100　県40/100）
団体営 国50/100　（他50/100・45/100）　県0・5/100

(393,738)

(4,307,348)

(2,033,843)

(922,979)

(1,697,908)
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３　県民の安全・安心の確保 ２４３，９０４

３３ ○ 保育対策総合支援事業費（保健福祉部　子育て支援課） ５３，１５９

保育士資格取得のための修学資金の貸付等を行い、保育士の確保を図るため、貸付事業
実施者に対し貸付原資等の補助を行う。
実施主体 （福）県社会福祉協議会
負担区分 国9/10　県1/10

３４ ○ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費（保健福祉部　子育て支援課）
５５，５２５

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学するひとり親家庭の親に対して入学準備
金等の貸付を行い、資格取得を促進するため、貸付事業実施者に対し貸付原資等の補助を行う。
実施主体 （福）県社会福祉協議会
負担区分 国9/10　県1/10　

３５ ○ 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業費（保健福祉部　子育て支援課）
４６，６６０

児童養護施設等の退所者に対する家賃相当額や生活費、入所児童等に対する資格取得
経費の貸付を行い、自立を促進するため、貸付事業実施者に対し貸付原資等の補助を行う。
実施主体 （福）県社会福祉協議会
負担区分 国9/10　県1/10

３６ ◎ 原子力災害医療施設整備費（県民環境部　原子力安全対策課） ４４，２８０

３７ ◎ 県立中央病院原子力災害医療施設整備費（企業会計）（公営企業管理局　県立病院課）
４４，２８０

原子力災害医療の環境整備を行い、防災体制の充実・強化を図る。
場所 県立中央病院診療棟地下
内容 被ばく傷病者除染汚水専用タンクの設置

排水ポンプ制御装置の整備
（国10/10）

(103,674)
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